
 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 5 月３１日 発行第２号 三笠市立三笠中学校 学校だより    校長：伊藤 孝一     文責 教頭：加藤  敦 

  

 

校長 伊 藤 孝 一 

 

 新学期スタートから２ヶ月が経とうとしています。始業式で「今の自分の一つ上をめざして」

と言ったとおり､生徒は授業をはじめ、友だちとの大切な時間を過ごす生活や部活動におい

て、自分自身を鍛え、磨く日々を着実に過ごしております。 

そして、成長には欠かせないのが行事を通しての学びです。先日は、３年生が２泊３日の修

学旅行に行ってきました。行くに当たっては何といっても目的が大切になります。何のために

行くのか。そのことなしでは、修学旅行での経験による成長はありません。そんな中、今回３

年生は目的をしっかりと果たし、大きな学びをお土産に持って帰ってくることができたと思

います。そして、この後が大切です。やりっぱなしでなく、まとめと報告発表までしっかりと

やり遂げて欲しいと思います。 

また、現在もう一つの大きな行事、体育祭に向けて取り組んでいるところ

です。これについても、可能性を伸ばすという意味において、限界に挑戦し、

「一生懸命な姿・本気度」を見せてもらいたいと思います。そのことが、満

足感・達成感を味わうこと（仲間と）に繋がり、観ている方々に感動を与える

ことであろうと確信しています。当日を楽しみにしてください。 
 
 

    

 国の働き方改革の流れを受け、「学校における働き方改革」として，北海道教育委員会・三

笠市教育委員会より、「働き方改革アクションプラン」が示されてきました。それをもとに本

校においても、学校現場の業務改善、教員の負担軽減に向けて実効性ある取組を推進してい

るところです。（アクションプランより） 

 実態としては、①勤務時間（８：０５～１６：３５）内に業務が終わらない。（授業や授業

の準備で一日のほとんどを費やすことで、残りの時間を事務的業務、会議、部活等、さらに

は、教材研究や翌日の準備となると、勤務時間を超える実態がある。これらを踏まえて、 

☆大目標として→１週間当たりの勤務時間が６０時間を超える教員ゼロをめざす。 

具体的な取組として、たくさんありますが、まずは，①部活動休養日は年間７３日を目標とす

る。②定時退勤日を月２回以上実施することを目標とする。③学校閉庁日を年９回以上実施

することを目標とする。（平成３１年度(令和元年度)から令和３年度までの３年間） 

これらアクションプランの目的は、これまでの働き方を見直し、教員が業務の質を高めるとともに、

日々の生活や教職人生を豊かにすることで、自らの専門性や人間性を高め、子どもたちに対して効

果的な教育活動を行い、教育の質を高めることにあります。（※教員の子どもと向き合う時間の確保） 

そして、家庭や地域等と連携を図りながら、教員の現状や学校の課題を共有し、その解決に

向けた取組を実行することになります。働き方改革についての、保護者・地域の方々のご理解

をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

◇三笠中学校教育目標◇ 

１．自ら学び考える力を育てる 

２．豊かな心を育てる 

３．たくましく生きる力を育てる 



３年修学旅行 テーマ「一致団結 ～何があってもみんなで楽しむ～」 
 １４日（火）から２泊３日の修学旅行が実施されました。３日間とも参加した３年生は元気に旅行を

楽しみ、学校内では学ぶことのできない経験を通して、多くのことを学んできました。 

 旅行中はテーマである『一致団結 ～何があってもみんなで楽しむ～』を意識した行動が多く見られ

ました。改めて３年生の良さを発見するとともに、多くの成長を見ることができました。今後ますます

成長し、学校をリードしていってくれる存在となることを期待させる修学旅行でした。 

１日目 「無情の雨」 

 快晴の三笠市を出発して、新千歳空港から北海道を旅立ちました。気流が不安定で結構揺れの大きな

機内。初めて飛行機に乗った生徒にとっては可哀想な初フライトでした。北海道の快晴とは裏腹に羽田

空港を出るとパラパラと雨が…。初日のメインイベント「地引き網体験」が行われる千葉県にバスで移

動が進むにつれどしゃ降りの雨に…。無情にも「地引き網体験」は中止に。 

 代わりに「うちわづくり体験」を行い、生徒 

はお土産としてうちわを持ち帰りました。その 

後は、「あじの開き体験」。包丁を持つ手が何 

とも…見ている方が怖い。３匹さばき、成長を 

感じた体験でした。ぜひ家庭でも包丁を使う経 

験を積み重ねていくと良いですね。 

２日目 「アクシデントに負けず」 

 お世話になった千葉県を後にして、横浜へ。疲れもあったのか一人の生徒が体調不良に。カップヌー

ドルミュージアムに向かう他のメンバーを見送り、その生徒はホテルで体調の回復を期待しつつ残るこ

とに。残念な気持ちでいたのですが１時間もしないうちに体調が回復し、他のメンバーと合流すること

ができホッとしました（残念ながら体験は出来ませんでしたが）。 

 お昼からは自主研修。班ごとに計画を立てた場所を訪問・見学 

してきました。「迷わずにたどり着けるか…」「帰着時間にきち 

んと帰ってこられるか…」など、心配が尽きないのが自主研修で 

す。戻る途中で道に迷ったり、交通機関で人身事故が起こったり 

遅れてしまう班がありましたが、ほとんどの班が計画的に学習し、 

無事に帰ってくることができました。遅れた班も電話連絡をしっ 

かりとして落ち着いて行動できたのが何よりの経験でした。様々 

なアクシデントに対して、どのように対応することが大切なのか 

を学んだ２日目でした。 

３日目 「やればできる！たくさんの経験をお土産に帰郷」 

 最終日、飛行機の時間もあり時間に遅れることはできません。先生方から改めて５分前行動を心がけ

るよう指導があり、行動開始です。朝食後から出発までは短い時間の中、しっかりと出かける準備をし

て予定よりも早く出発することができました（素晴らしい行動でした）。 

 横浜を後にして、バスガイドさんの分かりやすい説明を聞きながら東京へ向かいました。東京タワー

や皇居などを車窓見学し、浅草寺に到着。浅草寺前では学校でもリハーサルをしていた集合写真撮影を

武田先生指示のもと無事に終え（見事な連携ある行動でした）、その後は散策。このときも集合時間に

はしっかりと集まってお台場へ。昼食は、非常に混雑したバイキングを経験し、若干のお土産を買う時

間をもらって羽田空港へ。ここで最後のお土産タイムをもらって本州を後に北海道に向かいました。行

きに比べて揺れも少なく無事に新千 

歳空港に到着。バスで学校に向かい 

多くの保護者のお迎えを受けて無事 

に３日間の修学旅行は終了しました。 

まとめの発表を楽しみにしています。 



部活動頑張っています！ 
 今年度も多くの新入部員を迎え、各部の活動も熱が入ってきています。運動系の部活動では各種大会

が行われ、卓球部ではシングルスで３年生の阿部さんと清野さんが３位入賞を果たしています。 

 今後は運動部は中体連、文化部は各種コンクールとますます熱が入っていくことと思います。顧問と

部員が一つとなって納得いく活動になっていくことを期待しています。 

また、学校外の少年団活動（サッカー・テニス・スキー・剣道他）等で頑張っている生徒もいます。

保護者・地域の皆様には、日頃から送迎などの支援や応援いただき感謝いたします。今後も子どもたち

の応援団となっていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 部活動体制紹介 

部活名 顧問（◎はメイン顧問） １年生 ２年生 ３年生 合計人数 

野 球 ◎安達周平、田附耕一 ７ ２ ２ １１ 

バスケットボール ◎武田博文、桑原聡恵、池田俊介 ９ １０ ４ ２３ 

卓 球 ◎池田 基、竹内朋恵、遠藤柚賀 １３ ４ １２ ２９ 

吹奏楽 ◎八木橋毅、西尾正人、中西路子、橋本 均 ５ ２２ ９ ３６ 

美 術 ◎髙垣徳人、池亀祐美子 ７ ２ ３ １２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

三笠中学校では次の取り組みをおこなっています。 
○いじめはどの学校にもどの学級にもどの子にも起こりうるということを十分認識する。 
○いじめは人間として絶対に許されないという意識を学校教育全体通して徹底する。 

○日常的に子どもたち一人ひとりを大切にする。 
○いじめが解決したと見られる場合でも、教職員の気づかないところで陰湿ないじめが続いていること

もあることを認識する。 
○定期的な調査だけでなく、必要に応じてきめ細かな実態把握に努め、情報を全教職員で共有する。 

 日々の生活の中で、子どもたちは様々な悩みや不安を伴うサインを言葉や表情、しぐさなどで表して 

います。学校では一人ひとりの子どもが救いを求めて発するサインを見逃さずに早期に対応するよう 

に心がけています。また、ご家庭においても気になるサインを見つけたら、すみやかに学校に相談し 

てください。なお、下記のいじめの相談電話やメール相談もありますのでご利用下さい。 

 
「いじめ相談電話」      ℡ ０１２０－３８８２－５６ 
一人で悩まないで！         メールでの相談は 

いつでもかけられます      doken-sodan@hokkaido-c.ed.jp 

自他の命を守るため 
交通安全教室・避難訓練 

４月２４日、岩見沢警察署の土田警部補をお

招きし、交通安全教室を行いました。また、５

月８日には三笠市消防本部に協力いただき火災

を想定した避難訓練を実施しました。 

交通事故や火災などの災害から自分や他の人

の命を守るために今回の経験を今後に活かして

欲しいです。 

自転車の乗り方や 

火の始末、いざとい 

うときの冷静な判断 

と行動。みんなで意 

識していきましょう。 

生徒総会 
  ５月１０日に生徒総会が行われ、前期の活動計画

が承認されました。総会は、３年生の中村さん・藤田

さん両議長のスムーズな進行の中、各学年から多くの

質問や意見が出され、活発な討議が行われました。 

 生徒会役員は、当日の計画提示や質問などに対する

受け答えをしっかりと行い立派でした。これから、生

徒会活動をリードし、より良く楽しい学校生活をつく

りあげていきましょう。 
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日 曜 行   事 

1 土  

2 日  

3 月 全校集会（委員会日課） 

4 火 交通安全指導 

5 水 中間テスト範囲表配布、QUテスト 

6 木 体育祭前日準備 

7 金 体育祭 

8 土  

9 日  

10 月 体育祭予備日 

11 火 交通安全指導、小中一貫合同部会  

12 水 ２年宿泊研修、特別支援学級交流会 

13 木 ２年宿泊研修 

14 金 ２年回復休業 

15 土  

16 日  

17 月 テスト前部活動中止 

18 火 テスト前部活動中止 

19 水 テスト前部活動中止 

20 木 前期中間テスト 

21 金 部門・学年部会 

22 土  

23 日  

24 月 調整会議、一斉委員会 

25 火 南空知中体連（野球大会） 

26 水 諸費納入日 

27 木 諸費納入日、職員会議 

28 金 
全校集会、諸費納入日 

２年総合発表会 

29 土  

30 日  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

                              

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

  

 

第７２回三笠中学校   
～体育祭テーマ～ 

「全身全 REI WAになって勝利をつかめ！」 

令和元年６月７日（金） 
開会式     ８：５０ 

午前競技開始  ９：１５ 
昼食・昼休み １２：３０～１３：２０ 
午後競技開始 １３：２５ 

閉会式    １４：４５ 
 

陸上競技の種目の他、生徒会で企画した競技を行います。

昼食は給食をとります。 

各組のはちまきの色は次の通りです。   
 
１Ａ：黄緑色  

１Ｂ：黄色  

２Ａ：赤色 

２Ｂ：オレンジ色   

３Ａ：ピンク色 

３Ｂ：青色 
 
【お願い】 

校舎周辺への路上駐車はご遠慮下さい。 

雨天の場合は６月 10 日（月）に延期です。 

※６月７日は６：００に判断し、延期の場合は６：１０ 

以降に連絡網を使って連絡します。 

 

 
※多くの方の御来校 

    お待ちしております。 
 
 

PTAの活動計画が決まりました 

５月９日（木）に第１回 PTA 全体会が行われ、委員の承認や各学年・各常任委員会の年間活動計画の話し合い

を行いました。委員の皆様、全会員の皆様、１年間ご協力よろしくお願いします。 

 

＜常任委員会・学年年間予定＞ 
文教委員：PTA 教養「料理講座」時期未定（10 月以降）  

厚生委員：「環境美化活動」   ６月 ２日 

「学校祭バザー運営」  ９月 ７日 

広報委員：「いなほ１号」発行  ７月２5 日 

    「いなほ２号」発行 １２月２0 日            文教委員会      厚生委員会 

    「いちきしり」発行  ３月１２日 

１学年 ：「スポーツレク」  １０月１８日（午後）    

２学年 ：「スポーツレク」  １０月１７日（午後） 

３学年 ：「スリッパ卓球」  １０月 ４日（午後） 

※予定の変更もあり得ます。その際は、ご了承ください。 

 

                                         広報委員会 

 

 

 

６ 

環境美化活動 

ご協力をお願いします 

明後日、校舎周辺の草取りを

行います。すでに参加集約は

終えていますが、当日参加も

可能です。多くの方の参加を

お待ちしております。 
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